
密教系（真⾔・天台） → 無地
全宗派        → 薄柿⾊
浄⼟系（浄⼟・⾨徒） → 草⾊
禅系（曹洞・臨済）  → ⽔⾊
⽇蓮系（⽇蓮・法華） → 灰⾊

仏画名 仮名 宗派 記号・画⼨ 組 在庫 備考
阿弥陀25菩薩来迎図 あみだ２５ぼさつらいごうず 浄⼟ L-140 1.8x4.0尺丈
阿弥陀25菩薩来迎図 あみだ２５ぼさつらいごうず 浄⼟ L-146 1.5x4.6尺丈 四曲屏⾵ 1
阿弥陀25菩薩来迎図（早来迎）（知恩院本） あみだ２５ぼさつらいごうず 浄⼟ L-148 3.0x4.5尺丈
阿弥陀25菩薩来迎図（早来迎） あみだ２５ぼさつらいごうず 浄⼟ O-115 4.0x4.5尺丈
阿弥陀25菩薩来迎図（早来迎） あみだ２５ぼさつらいごうず 浄⼟ P-8 3.0x4.0尺丈
阿弥陀経変相図(朱縁） あみだきょうへんそうず 浄⼟ M-40-1 2.0x4.2尺丈
阿弥陀経変相図（緑縁） あみだきょうへんそうず 浄⼟ M-40-2 2.0x4.3尺丈
阿弥陀経変相図 あみだきょうへんそうず 浄⼟ L-118 2.0x4.2尺丈
阿弥陀三尊来迎（硯屏） あみださんぞうらいごう 浄⼟ O-3-3
阿弥陀三尊来迎図 あみださんぞうらいごうず 浄⼟ S-72 1.8x4.0尺丈
阿弥陀三尊図 あみださんぞんず 浄⼟ L-139 1.8x4.0尺丈
阿弥陀三尊来迎図 あみださんぞんらいごうず 浄⼟ S-103 1.8x4.0尺丈
阿弥陀三尊来迎図（古⾊） あみださんぞんらいごうず 浄⼟ M-141 1.5x3.0尺丈 9
阿弥陀三尊来迎図 あみださんぞんらいごうず 浄⼟ L-141 1.8x4.0尺丈 1
阿弥陀三尊来迎図 あみださんぞんらいごうず 浄⼟ L-142 1.8x4.0尺丈
阿弥陀三尊来迎図 あみださんぞんらいごうず 浄⼟ P-9 2.0x1.5尺丈 三曲屏⾵
阿弥陀三尊来迎図 あみださんぞんらいごうず 浄⼟ P-10 2.1x2.0尺丈 三曲屏⾵
阿弥陀三尊来迎図 あみださんぞんらいごうず 浄⼟ P-23 1.5x1.5尺丈 三曲屏⾵
阿弥陀三尊来迎図 あみださんぞんらいごうず 浄⼟ P-27 1.3x3.0/1.5x3.5尺丈 7
阿弥陀三尊来迎図 あみださんぞんらいごうず 浄⼟ P-30 1.3x3.0/1.5x3.5尺丈 7 尺５は7枚 尺８は８枚
阿弥陀三尊来迎図（⽩描） あみださんぞんらいごうず 浄⼟ P-33 1.3x3.0尺丈 5
阿弥陀三尊両⼤師 あみださんぞんりょうだいしつき 浄⼟ M-81 2.6x4.0尺丈
阿弥陀聖衆来迎図 あみだしょうじゅうらいごうず 浄⼟ S-64 3.0x2.0尺丈 1
阿弥陀独尊来迎図 あみだどくそんらいごうず 浄⼟ L-143 1.8x4.0尺丈
阿弥陀25菩薩来迎図 あみだにじゅうごぼさつらいごうず 浄⼟ S-19 1.8x4.0尺丈
阿弥陀25菩薩来迎図 あみだにじゅうごぼさつらいごうず 浄⼟ S-112 1.8x4.0尺丈
阿弥陀如来像 あみだにょらい ⾨徒・⻄ M-104 200代・18x35㎝
阿弥陀如来像（硯屏） あみだにょらいぞう 浄⼟ O-3-2
阿弥陀如来来迎図（斜） あみだにょらいらいごうず 浄⼟ P-28 1.3x3.0/1.5x3.5尺丈 1
阿弥陀如来来迎図（正⾯） あみだにょらいらいごうず 浄⼟ P-29 1.5x3.5/1.5x3.5尺丈 7
阿弥陀・法然・蓮⽣坊 あみだほうねんれんせいぼう 浄⼟ M-169 1.3x2.8尺丈
恵信尼御影 えしんにみえ ⾨徒 L-113 1.8x4.0尺丈 1
往還来迎図・帰来迎 おうかんらいごうず 浄⼟ S-34 3.0x4.0尺丈 1
観無量寿経変相図・當⿇曼荼羅 かんむりょうじゅきょうへんそうず 浄⼟ M-38 3.0x3.5尺丈
観無量寿経変相図・當⿇曼荼羅 かんむりょうじゅきょうへんそうず 浄⼟ M-39 3.0x3.5尺丈
観無量寿経変相図 かんむりょうじゅきょうへんそうず 浄⼟ L-25 3.9x4.5尺丈
九字名号 くじみょうご ⾨徒・⻄ M-67 1.3x3.2尺丈
熊野⼗界曼荼羅 くまのじゅつかいまんだら 浄⼟ P-11 4.0x4.5尺丈
光明本尊 こうみょうほんぞん ⾨徒 O-63 3.6x6.0尺丈
四句之偈（五重相伝） しくのげ 浄⼟ S-44 2.5x2.5尺丈 四幅対 6
四句之偈（紺紙⾦泥） しくのげ 浄⼟ S-145 2.0x4.2尺丈 2
四句之偈（墨蹟） しくのげ 浄⼟ L-82 3.7x5.6尺丈
地獄極楽図 じごくごくらくず 浄⼟ S-117 1.8x4.0尺丈 2
地獄極楽図 じごくごくらくず 浄⼟ P-12 1.8x4.5尺丈
地獄図 じごくず 浄⼟ M-144 1.8x4.0尺丈
地獄図 じごくず 浄⼟ O-129 1.5x4.0尺丈 双幅
四神図（⾊紙額） ししんず 浄⼟ M-91 8⼨x９⼨ 10
釈迦三尊 （五重相伝） しゃかさんぞん 浄⼟ S-23 1.8x4.0尺丈 三幅対
釈迦三尊 （五重相伝） しゃかさんぞん 浄⼟ S-123 1.8x4.2尺丈 三幅対
釈迦三尊図（五重相伝） しゃかさんぞん 浄⼟ S-148 3.0x4.0尺丈
釈迦三尊図（五重相伝） しゃかさんぞん 浄⼟ M-113 3.7x5.6尺丈 三幅対
釈迦三尊図（五重相伝） しゃかさんぞんず 浄⼟ S-41 2.5x2.5尺丈 四幅対
釈迦三尊図（五重相伝） しゃかさんぞんず 浄⼟ S-148 3.0x5.0尺丈 三幅対
釈迦誕⽣仏 しゃかたんじょうぶつ ⾨徒 S-109 1.8x4.0尺丈 2
釈迦誕⽣仏 しゃかたんじょうぶつ 浄⼟ S-109 1.8x4.0尺丈 2
⼗王図 じゅうおうず 浄⼟ O-107 3.5x4.5尺丈 双幅
⼗三仏図（中尊阿弥陀） じゅうさんぶつず 浄⼟ S-173 1.8x4.0尺丈
⼗三仏図 じゅうさんぶつず 浄⼟ L-97 1.5x4.0尺丈
⼗三仏来迎図（寛永寺本） じゅうさんぶつずらいごうず 浄⼟ M-162 1.8x4.0尺丈
⼗三仏来迎形式 じゅうさんぶつらいごうけいしき 浄⼟ L-3 1.3x3.0尺丈
⼗三仏来迎形式 じゅうさんぶつらいごうけいしき 浄⼟ L-4 1.3x3.0尺丈
⼗字名号 じゅうじみょうご ⾨徒・⻄ M-68 1.3x3.2尺丈
授戒三聖図 じゅかいさんせいず 浄⼟ M-49 1.8x4.0尺丈 2
授戒三聖図（清浄華院本） じゅかいさんせいず 浄⼟ M-50 1.8x4.0尺丈 2
授戒三聖図 じゅかいさんせいず 浄⼟ L-131 1.8x4.0尺丈
聖徳太⼦・七⾼祖像 しょうとくたいし・しちこうそ ⾨徒・⻄ L-80 500代・1.0x2.17尺丈
聖徳太⼦御影 しょうとくたいしみえ ⾨徒 S-56 1.8x4.0尺丈
聖徳太⼦御影 しょうとくたいしみえ ⾨徒 M-150 1.8x4.0尺丈 2
浄⼟五祖像 じょうどごそぞう 浄⼟ L-137 1.8x4.0尺丈
浄⼟五祖像 じょうどごそぞう 浄⼟ P-45 2.0x4.0尺丈 3
浄⼟三部経説法図（無量寿経） じょうどさんぶきょうせっぽうず 浄⼟ S-59 1.8x4.３尺丈 三幅対 4 散⽂⼊り１つあり（⾨徒⽤）
浄⼟三部経説法図（観無量寿経） じょうどさんぶきょうせっぽうず 浄⼟ S-60 1.8x4.3尺丈 三幅対 3
浄⼟三部経説法図（阿弥陀経） じょうどさんぶきょうせっぽうず 浄⼟ S-61 1.8x4.3尺丈 三幅対 3
浄⼟三幅対（阿弥陀三尊・法然・善導） じょうどさんぷくつい 浄⼟ M-86 1.5x3.0尺丈 三幅対
浄⼟宗三幅対（阿弥陀・法然・善導） じょうどしゅうさんぷくつい 浄⼟ M-124 1.3x3.0尺丈 三幅対 2 法然１ 善導１
信⾏両座図 しんぎょうりょうざ ⾨徒 S-65 3.5x2.0尺丈 5
真宗七⾼祖像 しんしゅうしちこうそ ⾨徒 S-57 1.8x4.0尺丈
真宗七⾼祖 しんしゅうしちこうそ ⾨徒 M-157 1.8x4.0尺丈
親鸞恵信尼連座像 しんらんえしんにれんざぞう ⾨徒 S-16 1.8x4.0尺丈
親鸞恵信尼連座像 しんらんえしんにれんざぞう ⾨徒 L-114 1.8x4.0尺丈
親鸞聖⼈熊⽪之御影 しんらんしょうにんくまがわのみえ ⾨徒 O-127 1.5x4.0尺丈
親鸞聖⼈御絵伝(⻄)（⿊地） しんらんしょうにんごえいでん ⾨徒・⻄ S-67 2.8x4.8尺丈 四幅対
親鸞聖⼈御絵伝(⻄)（紺地） しんらんしょうにんごえいでん ⾨徒・⻄ S-68 2.8x4.8尺丈 四幅対 1
親鸞聖⼈御絵伝（東）（紺地） しんらんしょうにんごえいでん ⾨徒・東 S-69 2.8x4.8尺丈 四幅対
親鸞聖⼈御絵伝 しんらんしょうにんごえいでん ⾨徒・東 M-174 2,63x4.52尺丈 四幅対
親鸞聖⼈御絵伝 しんらんしょうにんごえいでん ⾨徒・東 L-8/9 2.8x5.1尺丈 双幅
親鸞聖⼈御影 しんらんしょうにんみえ ⾨徒 S-54 1.8x4.0尺丈
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親鸞聖⼈（真向き御影）（無地） しんらんしょうにんみえ ⾨徒 S-174 2.0x4.0尺丈 1
親鸞聖⼈（真向き御影）（⾦地） しんらんしょうにんみえ ⾨徒 S-175 2.0x4.0尺丈  1
親鸞像・蓮如像 しんらんぞう・れんにょぞう ⾨徒・東 L-79 500代・1.0x2.15尺丈
親鸞蓮如連座像 しんらんれんにょれんざぞう ⾨徒 L-112 1.8x4.0尺丈
墨絵釈迦三尊 すみえしゃかさんぞん 浄⼟ M-125 5.0x4.0尺丈
墨絵釈迦三尊 すみえしゃかさんぞん 浄⼟ M-143 5.0x4.0尺丈
墨絵釈迦三尊 すみえしゃかさんぞんず 浄⼟ M-136 5.0x4.0尺丈
墨絵釈迦三尊図 すみえしゃかさんぞんず 浄⼟ M-24 5.0x4.0尺丈
墨絵授戒三聖図 すみえじゅかいさんせいず 浄⼟ O-141 2.0x4.0尺丈 1
選択集⼗六章之図 せんじゃくしゅうじゅうろくしょうのず 浄⼟ S-58 2.0x4.0尺丈
選択集⼗六章之図 せんじゃくしゅうじゅうろくしょうのず 浄⼟ M-53 2.0x4.0尺丈
善導⼤師御影（⽴） ぜんどうだいしみえ 浄⼟ M-159 1.8x4.0尺丈
⼆河⽩道図（五重相伝） にかわびゃくどう 浄⼟ S-121 1.8x4.2尺丈 三幅対
⼆河⽩道図（五重相伝） にかわびゃくどう 浄⼟ S-146 3.0x4.0尺丈 三幅対
⼆河⽩道図（五重相伝） にかわびゃくどう 浄⼟ M-112 3.7x5.6尺丈 三幅対
⼆河⽩道図（五重相伝） にかわびゃくどう 浄⼟ O-146 3.0x5.0尺丈 三幅対
⼆河⽩道図（五重相伝） にかわびゃくどうず 浄⼟ S-25    1.8x4.0尺丈 三幅対 3
⼆河⽩道図（五重相伝） にかわびゃくどうずびゃくどうず 浄⼟ S-43 2.5x2.5尺丈 四幅対
⼆祖対⾯図（五重相伝） にそたいめんず 浄⼟ S-24 1.8x4.0尺丈 三幅対 5
⼆祖対⾯図（五重相伝） にそたいめんず 浄⼟ S-42 2.5x2.5尺丈 四幅対
⼆祖対⾯図（五重相伝） にそたいめんず 浄⼟ S-122 1.8x4.2尺丈 三幅対 1
⼆祖対⾯図（五重相伝） にそたいめんず 浄⼟ S-147 3.0x4.0尺丈 1
⼆祖対⾯図 にそたいめんず 浄⼟ M-61 3.0x4.0尺丈
⼆祖対⾯図（五重相伝） にそたいめんず 浄⼟ M-111 3.7x5.6尺丈    三幅対
⼆祖対⾯図（五重相伝） にそたいめんず 浄⼟ O-147 3.0x5.0尺丈 三幅対
⼋⼤地獄図 はちだいじごくず 浄⼟ O-17 1.8x4.0尺丈
花祭り本尊 はなまつりほんぞん ⾨徒 L-77   1.8x4.0尺丈 1
⾶天・鳳凰・蓮池図 ひてん・ほうおう・れんちず ⾨徒 L-170 6.0x3.5尺丈
仏光寺派 九字名号（仏光寺） ぶっこうじはくじみょうご ⾨徒 O-7 200代・18x35㎝
仏光寺派 ⼗字名号（仏光寺） ぶっこうじはじゅうじみょうご ⾨徒 O-8 200代・18x35㎝
法然２５霊場朱印仮巻（額⽤） ほうねん２５れいじょうしゅいんがく 浄⼟ M-173 4.8x1.5尺丈
法然２５朱印仮巻 ほうねんしょうにん２５れいじょうしゅいんじく 浄⼟ L-53 1.5x4.8尺丈
法然上⼈御絵伝 ほうねんしょうにんえでん 浄⼟ M-118・119 2.0x4.6尺丈 双幅
法然上⼈２５霊場朱印仮巻 ほうねんじょうにんしゅいんじく 浄⼟ S-92 1.8x4.8尺丈
法然上⼈⽉影御影 ほうねんしょうにんつきかげのみえ 浄⼟ M-93 1.8x4.0尺丈
法然上⼈⽉影御影 ほうねんしょうにんつきかげみえ 浄⼟ S-9 1.8x4.0尺丈
法然上⼈御影 ほうねんしょうにんみえ 浄⼟ S-98    3.3x3.3尺丈 1
法然上⼈御影（⽴） ほうねんしょうにんみえ 浄⼟ S-107 1.8x4.0尺丈
法然上⼈御影（⾜曳御影） ほうねんしょうにんみえ 浄⼟ L-81 3.0x4.0尺丈
法然上⼈御影（⽴） ほうねんしょうにんみえ 浄⼟ L-166 1.8x4.1尺丈 2
法然上⼈御影 ほうねんじょうにんみえ 浄⼟ M-54 1.8x4.0尺丈  2
法然上⼈御影 ほうねんじょうにんみえ 浄⼟ M-60 1.8x4.0尺丈
法然上⼈御影（⾜曳御影） ほうねんじょうにんみえ 浄⼟ L-136 1.8x4.0尺丈
法然御影・善導御影 ほうねんみえ・ぜんどうみえ 浄⼟ M-114 1.8x4.0尺丈 双幅
法然御影・善導御影 ほうねんみえ・ぜんどうみえ 浄⼟ L-108 1,5x4,0尺丈
法明御影（融通念仏） ほうみょうじょうにん 浄⼟ M-82 1.8x4.0尺丈
無理⽮理阿弥陀 むりやりあみだ 浄⼟ P-95 1.8x4.0尺丈
無量寿経曼荼羅 むりょうじゅきょうまんだら 浄⼟ P-99 2.3x4.5尺丈
⼭越阿弥陀図 やまごえあみだず 浄⼟ S-18 1.8x4.0尺丈
⼭越阿弥陀図 やまごえあみだず 浄⼟ S-40 3.0x4.0尺丈
⼭越阿弥陀図 やまごえあみだず 浄⼟ S-113 1.8x4.0尺丈
⼭越阿弥陀図 やまごえあみだず 浄⼟ M-48 1.8x4.0尺丈
⼭越阿弥陀図 やまごえあみだず 浄⼟ L-57 1.9x1.7尺丈   三曲屏⾵
⼭越阿弥陀図 （本⾦箔押し） やまごえあみだず 浄⼟ L-83 4.0x4.2尺丈
⼭越阿弥陀図 やまごえあみだず 浄⼟ L-147 1.8x4.0尺丈
墨絵⼭越阿弥陀図（⾦戒光明寺本） やまごえあみだず 浄⼟ L-155 3.0x4.0尺丈
⼭越阿弥陀図（禅林寺本） やまごえあみだず 浄⼟ L-156 2.0x4.0尺丈
⼭越阿弥陀図（本⾦箔押） やまごえあみだず 浄⼟ O-74 4.0x6.0尺丈
⼭越阿弥陀図 やまごえあみだず 浄⼟ P-21 1.3x3.0尺丈 5
⼭越阿弥陀図 やまごえあみだず 浄⼟ P-22 1.5x1.5尺丈 三曲屏⾵
⼭越阿弥陀 やまごえあみだずあみだず 浄⼟ P-129 1.5x1.5尺丈
来迎⼗三仏図 らいごうじゅうさんぶつず 浄⼟ O-106 3.5x4.5尺丈 双幅 1
利剣名号・徳本聖⼈ りけんみょうごう・とくほんしょうにん 浄⼟ S-51 1.5x4.5尺丈
良忍御影・聖應⼤師（融通念仏） りょうにんじょうにん・しょうおうだいし 浄⼟ M-83 1.8x4.0尺丈
蓮如上⼈御影 れんにょじょうにんみえ ⾨徒 S-55 1.8x4.0尺丈
蓮如上⼈御影 れんにょじょうにんみえ ⾨徒 M-158 1.8x4.0尺丈 2
六字名号（墨蹟） ろくじみょうご ⾨徒 M-102 1.5x4.0尺丈 4
六字名号（墨蹟） ろくじみょうご ⾨徒 M-135 1.5x4.5尺丈 1
六字名号（蓮台付） ろくじみょうご ⾨徒 L-105 1.5x4.5尺丈 16
六字名号（正信筆） ろくじみょうご 浄⼟ S-93 1.5x4.5尺丈
六字名号（蓮台付き） ろくじみょうご 浄⼟ L-105 1.5x4.5尺丈 16
六字名号（墨蹟） ろくじみょうご 浄⼟ M-102 1.5x4.0尺丈 4
六字名号（親鸞聖⼈御筆）（本⾦箔押）   ろくじみょうご（ほんきんはくおし） ⾨徒 M-154 1.5x4.0尺丈 3
六字名号（墨蹟） ろくじみょうごう 浄⼟ M-135 1.5x4.5尺丈 1
六字名号（法然上⼈御筆）（本⾦箔押） ろくじみょうごう 浄⼟ M-153 1.5x4.0尺丈
六字名号（紺紙⾦泥） ろくじみょうごうこんしきんでい 浄⼟ M-145 1.5x4.0尺丈 1
六道図 ろくどうず 浄⼟ O-130 1.5x4.0尺丈 双幅 1
熊野⼗界曼荼羅 くまのじゅつかいまんだら 浄⼟ A-21 2.8x3.0尺丈 0
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